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本書の活用法

『わたしの礎』は，霊的および物質的な自立につながる教義的原
則を学び，それに従って生活する助けとなります。8－12人
の小グループ，あるいは家族で学ぶのが最も効果的です。毎週，
異なるグループの参加者が交代で進行役を務めます。進行役が
グループに原則を教えることはなく，資料に従って全員に参加を
促します。ビデオは ldschurch.jp/srsにて，オンラインで視聴
できます。

各指示に関する説明

報告する 深く考える 視聴する 話し合う 読む 活動 決意する

約3－4分間，
決意に関する
進捗状況を	
グループで	
分かち合う

約2－3分間，
個人で深く考え	
静かに書き留
める

グループで	
ビデオを	
視聴する

約2－4分間，
グループで	
考えを分かち
合う

グループ内の
一人が声に	
出して読む

約5分間，	
個人または	
グループで	
活動する

各自がその週，
課題に取り組
むことを決意
する

自立グループ

自立グループは，個人の財政管理，就職，小規模ビジネス，教育の
改善に役立ちます。自立グループに参加するには，ステーク自立
支援スペシャリストに連絡してください。
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大管長会からのメッセージ

愛する兄弟姉妹の皆さん，

主は「わたしが意図しているのは，聖徒たちに必要なものを	
与えることである」と宣言しておられます（教義と聖約104：
15）。この啓示は，主からの約束です。主は，物質的な祝福を	
与え，自立の扉を開いてくださると約束しておられます。自立と
は，わたしたちが自分と家族の生活に必要なものを自分で満たす
能力のことです。

本冊子『わたしの礎』は，教会員が，信仰，教育，勤勉，主への	
信頼という原則を学び，実践するのを助けるために用意され	
ました。これらの原則を受け入れ従うならば，皆さんはさらに	
主が約束しておられる物質的な祝福を受けることができるよう
になります。

わたしたちは皆さんにお勧めします。どうぞ，これらの原則を	
熱心に学び，応用し，皆さんの家族に教えてください。そうする
ならば，皆さんの生活は祝福されることでしょう。自立の度合い
を高めるために行動する方法を学ぶことでしょう。皆さんは	
祝福され，大きな希望と平安と進歩を得るでしょう。

どうか，自分が天の御父の子供であることを確信してください。
御父は皆さんを愛しておられます。皆さんを決してお見捨てに
なりません。御父は皆さんを御存じです。そして，自立という	
霊的・物質的な祝福を差し出す用意をしておられます。

心を込めて，

大管長会
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1： 自立は救いの原則である

始める前に，表紙裏面に記載の「本書の活用法」を読んでください。

ヨハネ10：10（右欄参照）

豊かな人生とは何でしょうか。

「わたしのつま先を磨いたのです」（ldschurch.jp/srs）動画を
視聴することができない場合は，5ページを読んでください。

あなたの問題には解決策があると思いますか。わたしたちを助
けてくださる主の力を受けるにふさわしくなるには，どう	
すればよいでしょうか。

『手引き　第2部』の引用およびダリン・H・オークス長老の	
言葉（右欄参照）—自立するということは，自分が心に留めてい
る何かをやり遂げる，あるいは手に入れることができるという意
味ではありません。そうではなく，イエス・キリストの恵み，す
なわち人に能力を授ける力や，自分自身の努力により，人生に	
おいて，物質的・霊的に必要なすべてのものを自分や家族のため
に得られると信じることなのです。自立は，人生において山を	
動かし，試練や苦しみに打ち勝つ強さをもたらす神の力に対する
わたしたちの信頼や信仰の証です。

キリストの恵みは，生活において霊的・物質的に必要なものを	
得るうえで，どのような助けとなってきたでしょうか。

活動

ステップ1：パートナーを選び，以下の各原則を読みます。

ステップ2：これらの真理を信じることが，	
　　　　　　さらに自立するうえで助けとなる理由について話し合います。

自立の教義的原則

1．	自立は戒めである 「教会とその会員は，自立し，独立するよう
に主から命じられています。」（『歴代大管長
の教え—スペンサー・W・キンボール』
116）

2．	神は，御自分の義にかなった子供 	
たちが自立するための道を備えて
おられる

「万物はわたしのものであるから，わたしが
意図しているのは，聖徒たちに必要なもの
を与えることである。」	
（教義と聖約104：15）

3．	物質的なことと霊的なことは 	
神にとって一つのものである

「まことに，わたしはあなたがたに言う。	
わたしにとってはすべてが霊にかかわる	
ものであ」る。（教義と聖約29：34）

深く考える：

話し合う：

視聴する：

話し合う：

読む：

話し合う：

「自立とは，自分自身と
家族の生活における 
霊的・物質的な必要を
満たす能力であり，決
意であり，努力である。
会員が自立するとき，
さらによく人々に奉仕
し，助けを与えること
ができる。」

『手引き　第 2 部— 
教会の管理運営』6.1.1

「自分ですべき決断や，
自分で手に入れるべき
ものまで，人に依存す
るように勧めるものは
何であれ，霊性を弱め，
福音の計画が意図する
成長を遅らせているの
です。」

ダリン・H・オークス 
「悔い改め，変わる」 
『リアホナ』2003 年
11 月号，40

「わたしがきたのは，羊
に命を得させ，豊かに
得させるためである。」

ヨハネ 10：10
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「わたしのつま先を磨いたのです」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

エンリケ・R・ファラベラ長老：子供
のころ，あまり裕福ではありませんで
した。ある日，父の所へ行って言いま
した。「父さん，新しい靴が必要なん
だ。これはもうボロボロだよ。」父がわ
たしの靴に目をやると，確かにボロボ
ロでした。父は言いました。「これく
らいなら，直せると思うよ。」黒い靴墨
を少し取って磨くと，靴は綺麗になり
ました。父は言いました。「さあ，直っ
たよ。」わたしは答えました。「ううん，
まだだよ。靴からまだ，つま先が見え
るよ。」父は言いました。「これも直せ

るね。」父はもう少し靴墨を取ると，わ
たしのつま先を磨いたのです！

わたしはその日，すべての問題には	
解決策があると学びました。この自立
の原則が，主の業を速める方法である
と確信したのです。これは，救いの業
の一部です。わたしたちは皆，より良
い者となることができます。無関心で
あることをやめましょう。多くの場合，
自己満足してしまうと，進歩が妨げら
れます。日々進歩することができます。
何か違うことを行うと決めて，過去に
うまくいかなかったことを改善するの
です。信仰を持って行い，キリストが
助けてくださるという信仰と希望を	
働かせるなら，物質的にも霊的にも	
進歩する方法を見いだすでしょう。神
は生きておられ，皆さんはその息子，娘
だからです。

4ページに戻る

マリオン・G・ロムニー管長の言葉（右欄参照）を読んでくだ	
さい。自分が自立に向かっているかどうか，どのようにして分か
るでしょうか。

今週以下のことを行うと決意してください。決意を達成でき	
たら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	3ページに記載の大管長会の手紙を読み，約束された祝福に
下線を引く。それらの祝福を得るためには，何をする必要が
あるだろうか。自分の考えを以下に書き出す。

	 	

	

□	自立について今日学んだことを家族や友人と分かち合う。

話し合う：

決意する：

「自立していなければ，
わたしたちが持って生
まれた奉仕への願いを
実行することはできま
せん。何も持っていな
ければ，どうして与え
ることができるでしょ
うか。食糧棚が空では
飢えた人に食物を施す
ことはできません。財
布が空ではお金に困っ
ている人を援助するこ
とはできません。心が
飢え渇いていては，人
を理解し支えることは
できません。学んでい
なければ，教えること
はできません。そして
何よりも大切なこと
は，霊的に弱くては，霊
的な導きを与えること
はできないということ
です。」

マリオン・G・ロムニー
「日の栄えに至る自立の
本質」『聖徒の道』
1983 年 1 月号，169
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2： イエス・キリストを信じる信仰を行使する

先週，自分がどのような点でさらに自立できたかを，グループで
簡単に分かち合います。

イエス・キリストを信じるわたしの信仰は，わたしの自立にどの
ように影響するでしょうか。

「イエス・キリストを信じる信仰を行使する」（ldschurch.jp/srs）
動画を視聴することができない場合は，7ページを読んでくだ	
さい。

真の信仰が，常に行動へとつながるのはなぜでしょうか。神が	
物質的にも霊的にもわたしたちを助けてくださるうえで，信仰が
必要とされるのはなぜでしょうか。

マタイ6：30および Lectures	on	Faithからの引用 	
（右欄参照）

活動

自立への道は信仰の旅です。大管長会と十二使徒定員会は，天の御父と御子に	
対する信仰を増し加えることを，人生における優先事項とするよう勧めていま
す。

ステップ1：グループで，以下のボックスにある預言者の優先事項を読みます。

ステップ2：安息日を忠実に尊び，聖餐を取り，モルモン書を読むことが，	
　　　　　　さらに自立するうえでどのような助けとなるかを話し合います。

預言者の優先事項と約束

「この言葉の壮大さを考えてください。地に満ちているものが，安息日を聖く保つ人々に
約束されています。」（ラッセル・M・ネルソン「安息日は喜びの日」『リアホナ』2015
年5月号，130；教義と聖約59：16も参照）

「霊性が変わることはありません。〔聖餐の〕聖約も不変です。聖約は決意をもたらすだ
けでなく，霊的な力をももたらすのです。」（Neil	L.	Andersen,	General	Authority	
training	meeting,	Apr.	2015）

「〔モルモン書〕は皆さんの人生において，個人的な『ウリムとトンミム』になることを証
します。」（Richard	G.	Scott,	“The	Power	of	the	Book	of	Mormon	in	My	Life, ”	
Ensign,	Oct.	1984,	11）

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	今度の日曜日，安息日を聖く保ち，敬虔に聖餐を取ることで，
信仰を示す。

□	毎日モルモン書を読む。
□	7ページの聖句を読む。一つを選び，家族や友人と分かち合う。

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

決意する：

「あらゆる種類の努力
は，すべて信仰にかか 
っているのではないで
しょうか。……わたし
たちが受けるすべての
物質的な祝福を信仰に
よって授かるのと同様
に，わたしたちが受け
るすべての霊的な祝福
も信仰によって授かり
ます。信仰は行動の原
則であるだけでなく，
力の原則でもあるので
す。」

Lectures on Faith 
(1985), 2, 3

「きょうは生えていて，
あすは炉に投げ入れら
れる野の草でさえ，神
はこのように装って下
さるのなら，あなたが
たに，それ以上よくし
てくださらないはずが
あろうか。ああ，信仰
の薄い者たちよ。」

マタイ 6：30
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「イエス・キリストを信じる信仰を行使する」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

デビッド・A・ベドナー長老：行動を
起こすとは，信仰を行使することです。
契約の箱を運んでいたイスラエルの子
らはヨルダン川に差し掛かり，乾いた
地を渡ることができるとの約束を受け
ます。水が分かれたのは，どの時点
だったのでしょうか。足が水に触れた
ときです。彼らが川に足を踏み入れ，
行動を起こすと，力が現れ，水は分けら
れたのです。

わたしたちはよく，こう思い込みます。
「完全な理解を得たら行動に移そう。」
しかし，前進するのに必要なことを，わ
たしたちは十分に知っているのではな
いでしょうか。正しい方向を見極めら
れるのです。信仰は行動と力の原則で
す。真の信仰の中心は，主イエス・キ
リストにあり，常に行動へと導くもの
なのです。

（“Seek	Learning	by	Faith ”	 [ad-
dress	to	Church	Educational	Sys-
tem	religious	educators,	Feb.	3,	
2006],	lds	.org/	media	-	library参照）

6ページに戻る



行動に表れる信仰に関する聖句

ダニエルは祈ることをやめなかったの
で，ししの穴に入れられました。しか
し，「神はその使をおくって，ししの口
を閉ざされたので，……ダニエルは
……その身になんの害をも受けていな
かった。これは彼が自分の神を頼みと
していたからである。」（ダニエル6：
22－ 23；16－ 21節も参照）

主は家族を導けるよう，リーハイにリ
アホナを与えられました。そして「こ
れは，神を信じる〔彼ら〕の信仰に応
じて働いた。……彼らが怠けて，信仰
を働かせることと熱意を示すことを忘
れると，……彼らの旅は進まなかっ
た。」（アルマ37：40－ 41）

「……十分の一全部をわたしの倉に携
えてきなさい。これをもってわたしを

試み，わたしが天の窓を開いて，あふる
る恵みを，あなたがたに注ぐか否かを
見なさい……。」（マラキ3：10）

飢饉のとき，エリヤはやもめに彼女の
最後の食物を求めました。エリヤは，
信仰のゆえに主は彼女に食物を与えら
れると約束しました。そして彼女の食
物は決して無くなることがありません
でした。（列王上17章参照）

「貧しい者と乏しい者とは水を求めて
も，水がなく，その舌がかわいて焼けて
いるとき，主なるわたしは彼らに答え
る，イスラエルの神なるわたしは彼ら
を捨てることがない。」（イザヤ41：
17；18節も参照）
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「さ ら に ま た，ま こ と
に，わたしはあなたが
たの負債に関してあな
たがたに言う。見よ，
わたしの思いは，あな
たがたがすべての負債
を返済することであ
る。」

教義と聖約 104：78

3： お金を管理する

先週，安息日やモルモン書を通してどのようにあなたの信仰が	
強められたかを，グループで簡単に分かち合います。

お金を管理することはなぜこれほど難しいのでしょうか，また，
なぜそれほど重要なのでしょうか。

「第一のものを第一にする」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴	
することができない場合は，10ページを読んでください。

収支を記録し，貯蓄すべきなのはなぜでしょうか。

教義と聖約104：78および『すべての必要なものを用意しな
さい』の記述（右欄参照）

お金を管理するための自立に適した方法について読んでくだ	
さい（下記）。どうすればこれを習慣にすることができるでしょ
うか。

自立に適した方法

➀
お金を受け取るために
勤勉かつ賢明に働く

➁
主へ納める

➂
将来へ向けた貯蓄をする

➃
収入の範囲内で生活し，	

負債を避ける

収入 什分の一と献金 貯蓄 生活費

￥
￥

￥ ￥
￥

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

話し合う：

「什分の一と断食献金を
納める，……負債を避け
る，……予 算 を 立 て る，
……必ずしも必要でない
ものに使うお金をどのよ
うに節約するかを決め
……，予算内で生活する
習慣を身に付けましょ
う。」

『すべての必要なものを 
用意しなさいー財政管理』

（小冊子，2007 年），3
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「今日の文化では権利
意識があるように思い
ます。……わたしたち
が過剰な負債を負った
とき，わたしたちはそ
の奴隷となって，すべ
ての時間，エネルギー，
手段を用いて負債の返
済をしなければならな
くなります。……わた
したちが……予算とい
う出費と貯蓄の計画を
立て，欲しいものと必
要なものを区別するこ
とが大切です。」

ROBERT D. HALES, 
“Seek and Attain 
the Spiritual High 
Ground in Life” 
(Church Educational 
System fireside, 
Mar. 2009), lds .org/ 
media - library

活動

ステップ1：各自，以下の支出について見直します。

支出について感じること

費目 少なすぎる 丁度良いと
感じる 多すぎる

例	 　被服費 ✓
外食費

食費

菓子類・清涼飲料水代

娯楽費

住居費

光熱費

被服費

雑費

交通費

保険料

通信費

債務返済

什分の一

慈善寄付

その他

ステップ2：ロバート・D・ヘイルズ長老の言葉（右欄参照）を読みます。あなた
が使いすぎている費目の支出を，どのように減らすことができるかについて	
話し合います。

今週以下のことを行うと決意してください。行動が達成できたら，
ボックスにチェックを入れましょう。

□	自分が収入を幾ら得て，幾ら使っているのかを毎日	記録する。11ページの「収支記録」を使用するとよい。

□	お金の管理について今日学んだことを家族や友人と	分かち合う。

決意する：



3： お金を管理する

10

「第一のものを第一にする」

動画を視聴することができない場合は，配役を決めて，この台本を読んでくだ	
さい。

設定：大人の服を着た少年と少女，	
両親のように振る舞う。

少年：ただいま。

少女：おかえりなさい。あら，疲れた
顔してるわね。

少年：君もだね。働きすぎなんじゃな
いか？

少女：そうだけど，わたしたちは働く
べきじゃない？

少年：今日は10稼いだよ。

少女：まあ，なんて祝福なの。第一の
ものを第一にしましょう。什分の一を
納めましょうね？

少年：でももし足りなかったら？

少女：そこに信仰を働かすのよ！

少年：分かったよ。次は？

少女：そうね。食糧を買ったり，バス
代や家賃ね。それから，椅子も買えた
らいいわね。……

少年：でも無理だよ。ね？ お金が足り
ないよ。

少女：少し借りられるかしら？

少年：負債は危険だって聞いたよ。
困ったことにはなりたくないよ。

少女：分かったわ。あなたの言うとお
りね。それじゃあ，どうしようかし
ら？

少年：貯金しよう！ 何が起こるか分	
からないからね。

少女：それがいいわ。でも，楽しみに
使うお金がないわ。

少年：二人がいるじゃないか！ 僕は
もっと稼ぐようにするよ。

少女：わたしも倹約するわ！

少年：そうすれば僕たちも幸せになっ
て，自立できる！

少女：そうよ！ そんなに難しいこと
じゃないわ。なぜ大人はそんなに難し
くしてしまうんでしょう？

少年：ああ，それはね。大人っていう
のはそういうものだからさ。

8ページに戻る
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収支記録

毎週の支出額を書き留めます。	
あなたの必要を満たすに十分なお金があれば，どうなるでしょうか。

毎週の支出額 自立するのに必要と思われる
各費目の月額

第 1週 第 2 週 第 3 週 第 4 週

収入

什分の一と断食献金

貯蓄額

食費

住居費

医療費

交通費

教育費

債務返済

被服費

光熱費

通信費

娯楽費

保険料

その他

支出合計
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「律法があり，すべての
祝福はこれに基づいて
いる。すなわち，神か
ら祝福を受けるとき
は，それが基づく律法
に従うことによるので
ある。」

教義と聖約 130：20
－ 21

4： 悔い改め，従順になる

先週の収支の記録状況をグループと簡単に分かち合います。

悔い改めと従順は，自立とどのように結びついているでしょうか。

「従順は祝福をもたらす」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴	
することができない場合は，13ページを読んでください。

神の律法に従うことで，どのような祝福を受けてきましたか。	
悔い改めは，わたしたちの進歩をどのように助けてくれるで	
しょうか。

教義と聖約130：20－ 21および預言者ジョセフ・スミスの
言葉（右欄参照）

活動

特定の律法に従うことにより，特定の祝福が得られます。

ステップ1：各自，自分が望む祝福の幾つかを左の列に書きます。

ステップ2：自分が望む祝福を受けるために従うべき律法や原則を特定します。

受けたいと望む祝福 従うべき律法や原則

3か月分の貯金
什分の一と断食献金（マラキ3：10－12）
予算を守る

ヨシュア3：5およびジェフリー・R・ホランド長老とスペン
サー・W・キンボール大管長の言葉を読んでください（13
ページ）。自立しようとするとき，悔い改め，自分自身を聖め，	
善を行う必要があるのはなぜでしょうか。

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	上記の活動で選んだ律法に従う。
□	従順について今日学んだことを家族や友人と分かち合う。

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

話し合う：

決意する：

「わたしは，……自分の
人生で次の規則に従う
よ う に し て い ま す。

『主が命じられるなら，
行いなさい。』」

『歴代大管長の教え— 
ジョセフ・スミス』
161



13

「従順よりも贅沢品の
方を愛するなら，たと
えそれが必需品であっ
ても従順よりもそちら
の方を愛するならば，
神が与えようとしてお
られる祝福を逃すで
しょう。」

SPENCER W. 
KIMBALL, in The 
Teachings of 
Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. 
Kimball (1982), 
212

「従順は祝福をもたらす」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

トーマス・S・モンソン大管長：何と
すばらしい約束でしょう！「神の戒め
を守る者は真理と光を受け，ついに真
理によって栄光を受けて，すべてのこ
とを知るようになる」のです〔教義と
聖約93：28〕。……

兄弟姉妹の皆さん，この人生の大きな
テストは，従順であることです。主は
こう言われました。「わたしたちはこ
れによって彼らを試し，何であろうと，
主なる彼らの神が命じられるすべての
ことを彼らがなすかどうかを見よう」
〔アブラハム3：25〕。

救い主はこう宣言されました。「わた
しから祝福を受けたいと思う者は皆，
その祝福のために定められた律法とそ
の条件に従わなければならない。その
律法とその条件は，創世の前から定め
られたものである。」〔教義と聖約132：
5〕。

わたしたちの救い主以上の従順の模範
はおられません。パウロはこう述べて
います。

「彼は御子であられたにもかかわらず，
さまざまの苦しみによって従順を学び，

そして，全き者とされたので，彼に従順
であるすべての人に対して，永遠の救
の源とな〔られた。〕」〔ヘブル5：8
－9〕。

救い主は完全な人生を送ることにより，
御自分の聖なる使命を果たすことに	

より，神への愛を示されました。主は
高ぶることも，尊大になることも，不忠
実になることもありませんでした。常
に謙遜で，誠実で，従順であられまし
た。……

ゲツセマネの苦しみに直面したときも，
「汗が血のしたたりのように地に落ち
〔る〕」〔ルカ22：44〕ほどの苦しみに
耐えながら，主は御子としての従順さ
を示し，こうおっしゃいました。「父
よ，みこころならば，どうぞ，この杯を
わたしから取りのけてください。しか
し，わたしの思いではなく，みこころが
成るようにしてください。」〔ルカ22：
42〕

初期の使徒たちと同じ指示を，救い主
はわたしや皆さんに与えておられます。
「わたしに従ってきなさい。」〔ヨハネ
21：22〕わたしたちは従順になる決
意ができているでしょうか。

わたしたちが求める知識，切に願う答
え，また，複雑で常に変化するこの世の
試練に立ち向かうために必要な強さも，
進んで主の戒めを守ることによって得
ることができます。もう一度主の言葉
を引用します。「神の戒めを守る者は
真理と光を受け，ついに真理によって
栄光を受けて，すべてのことを知るよ
うになる。」〔教義と聖約93：28〕

わたしたちが，従順によって得られる
豊かな報いをもって祝福を得られます
ように，へりくだりお祈りします。わ
たしたちの主であり救い主であるイエ
ス・キリストの御名により，アーメン。

（「従順は祝福をもたらす」『リアホナ』
2013年5月号，89，92）

12ページに戻る

「あなたがたは身を清
めなさい。あす，主が
あなたがたのうちに不
思議を行われるからで
ある。」

ヨシュア 3：5

「向上を望む人，戒めが
必要であることを認
め，それを守ろうと努
める人，……そのよう
な人を主は祝福してく
だ さ い ま す。 ……主
は，皆さんが悔い改め，
償い，修復すべきとこ
ろをすべて修復し，努
力し続けられるように
助けてくださいます。
そうすればやがて自分
の求める成功が得られ
ることでしょう。」

ジェフリー・R・ホランド
「あす，主があなたがた
の う ち に 不 思 議 を 
行われるからである」

『リ ア ホ ナ』2016 年
5 月号，126
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「見よ，現世は人が神に
お会いする用意をする
時 期 で あ る。 ま こ と
に，現世の生涯は，人が
各自の務めを果たす 
時期である。」

アルマ 34：32

従順であったために先週受けた祝福をグループと簡単に	
分かち合います。

時間が神の偉大な贈り物の一つであるのは，なぜでしょうか。

「時間という贈り物」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴することが
できない場合は，15ページを読んでください。

ベンコシ姉妹から何を学びましたか。

アルマ34：32およびブリガム・ヤング大管長の言葉 	
（右欄参照）

活動

ステップ1：パートナーと一緒に，自分の時間をうまく使うために毎日できる	
5つのステップを読みます。

➊
やるべきことを
書き出す

➋
祈る

➌
優先順位を決める

➍
目標を設定し
行動する

➎
報告する

毎朝やるべきことの	
リストを作成し，	
仕える人々の名前を	

追加する。

導きを求めて祈り，	
やるべきことの	
リストを見直す。	
耳を傾け，最善を	
尽くすと決意する。

やるべきことのリストで，	
いちばん大切なものから	
「1」，「2」と番号を 	

ふっていく。

御霊に耳を傾け，目標を
設定する。一生懸命に
働き，最も大切なこと
から始めて，リストの
順に行っていく。

毎晩の祈りで	
天の御父に報告する。	
質問を尋ね，耳を傾け，

悔い改める。	
主の愛を感じる。

ステップ2：別の紙に，やるべきことを列挙してください。日々の雑用では	
なく，自分の仕事，学校，教会，あるいは家族への奉仕といった，大切な事柄を	
挙げるべきです。自分のリストについて祈り，優先順位をつけてください。

ステップ3：明日は目標を設定し，行動し，自分の時間をどのように使ったのかを
報告する必要があります。

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	これらのステップを毎日練習し，時間をより賢明に使う。	毎晩の祈りの中で，天の御父に報告する。

□	時間を賢く使うことについて，今日学んだことを家族や	友人と分かち合う。

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

決意する：

「地上にある資本といえ
ば，時間だけで〔す〕。
……正しく用いれば，
皆さんの楽しみ，便宜，
満足は増し加えられる
ことでしょう。このこ
とを考えるようにしま
しょう。そして今後は
何もせずに手をこまね
いて，時間を無為に過
ごすことはやめましょ
う。」

ブリガム・ヤング『歴代
大管長の教え』148

5： 時間を賢く使う
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「時間という贈り物」

動画を視聴することができない場合は，配役を決め，この台本を読んでください。

コフィ：こんにちは，ベンコシ姉妹。
お元気ですか。
ベンコシ姉妹：コフィ，あなたは大丈
夫？
コフィ：ああ，ベンコシ姉妹。とって
も忙しいんです。仕事して，奉仕して，
家族の手伝いもしなければならないし
……それからサッカーも。時間がない
んです。
ベンコシ姉妹：コフィ，あなたには時
間があるじゃない。
コフィ：何ですって？
ベンコシ姉妹：あらあら，神様はわた
したちに時間というすばらしい贈り物
をくださったじゃない。いちばん大切
なもののために時間を使わないとね。
コフィ：ベンコシ姉妹，でもどうやっ
たらいいんですか？ 姉妹はいつもた
くさんのことをしていますよね。家庭
や仕事でも成功なさっているし。たく
さんの人に奉仕して，たくさんの人に
祝福を与えて。わたしもその一人です
が。どうやったらそんなにできるのか
分かりません。
ベンコシ姉妹：ほんとうに知りたい
の？ ここにおとなしく座れば，秘密を
教えてあげるわ。
わたしは毎朝，日の出前に起きるの。
身支度をして，顔や手を洗って。
聖文を読むの。それからその日しなけ
ればならないことを書き出すのよ。
だれに奉仕したらいいか考えるの。神
様の御心が分かるように祈るわ。それ
から耳を傾けるの。
ときには助ける人の名前や顔が心に浮
かぶわ。それをリストに加えるの。
コフィ：だから姉妹はいつも助けの必
要な人が分かるんですね？

ベンコシ姉妹：そうよ，コフィ。それ
から体力と知恵をくださるよう祈るわ。
神様が「〔わたしの〕行うことを神聖に
してくださ」るように祈るの。そのこ
とは第2ニーファイ32章に書かれて
いるわ。
わたしは神様に感謝するの。最善を尽
くすと約束するわ。わたしの足りない
ところをしてくださるよう祈るわ。
それからリストを見る。いちばん大切
なことに「1」をつけ，その次に「2」
をつけるの。
コフィ：優先順位はどうしたら分かる
んですか？
ベンコシ姉妹：祈るときに耳を傾ける
のよ！ それから仕事にかかるわ。1
を見て，最初にそれをするようにして，
それから2よ。
ときには変更することもあるわ。聖霊
が何か別のことをするようにおっしゃ
るの。それでいいのよ。
一生懸命働くけど，平安があるわ。神
様が助けてくださることを知っている
し。
だから自分のリストと御霊に頼って大
切なことをするのよ，コフィ。
コフィ：単純そうに見えるけど，大変
ですね。
ベンコシ姉妹：その通り！ 床につくと
きに，わたしは祈るの。天の御父に報
告するわ。一日どうだったかを伝える
の。わたしは尋ねるの。もっとよくで
きることはないでしょうかって。そし
て耳を傾けるの。主の愛を感じること
が多いわ。わたしがしようとしたこと
を，神様が大いなるものとしてくださ
ることを知っているから，平安な気持
ちで眠りにつくのよ，コフィ。
コフィ：すばらしいですね，ベンコシ
ママ。そういう平安を感じたいです。
時間を有効に使いたいです。もっとよ
く働いて奉仕したいです。

14ページに戻る
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「あなたは怠惰であっ
てはならない。怠惰な
者は働く者のパンを食
べてはならないし，そ
の衣服も着てはならな
いからである。」

教義と聖約 42：42

自分の時間をうまく管理したことで，先週達成したことを	
グループと簡単に分かち合います。

わたしが自分の人生に対して個人的に責任を持つよう，天の御父
が望んでおられるのはなぜでしょうか。

「セドリックの旅」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴することが
できない場合は，17ページを読んでください。

困難であっても，働き続けることを学ぶにはどうすればよいで
しょうか。

教義と聖約42：42およびジェームズ・ E・ファウスト管長の
言葉（右欄参照）

D・トッド・クリストファーソン長老の言葉（17ページ）を	
読んでください。わたしたちが受けるもののために働くことを，
主が期待しておられるのはなぜでしょうか。

活動

ステップ1：パートナーを選び，以下のパターンにある各ステップをともに読み
ます。

ステップ2：相手が現在直面している非常に困難な仕事やチャレンジについて
互いに話してもらいます。

ステップ3：困難な仕事やチャレンジに対して，以下の4つのステップを互いに
当てはめてもらいます。

➊
前向きな態度を保つ

➋
助け合うことを忘れない

➌
恐れを信仰に代える

➍
忍耐と勇気を持って

前進する
祝福を数えあげる。 友人，仲間，グループの参加

者，その他の人々に助けを求
める。

疑いを退け，主が全能の	
御方であられることを思い	
起こす。主を呼び求め，主の
御心を受け入れる。

決して，決して，決して，	
諦めず，信仰を持って堪え	
忍ぶ。主があなたに教えよ
うとしておられる教訓を	
見つける。

ステップ4：信仰を持って，神の助けを信頼しながら前進する方法を2つか	
3つ書き留めます。
	 	

	

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

話し合う：

6： 働く—責任と粘り強さを持つ

「粘 り 強 い 努 力 と は，
……他人から『無理だ』
と言われても諦めない
ことです。」

ジェームズ・E・ファウ
スト「粘り強く努力する」

『 リ ア ホ ナ 』2005 年 
5 月号，51
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「神はこの世の生涯を，
常に努力しなければな
らないように造られま
した。……〔わたした
ちは〕絶え間なく働く
ことで不自由のない生
活をすることができ

〔ます〕。……労働によ
り人格が築かれ，磨か
れ，美が創造されます。
労働は同胞や神に奉仕
する手段です。奉献さ
れた生活は労働にあふ
れ，繰 り 返 し も 多 く，
……感謝されることも
ないかもしれません
が，そのような労働に
は常に，成長，……高め
ること，志を抱くこと
が伴います。」

D・トッド・クリスト
ファーソン「奉献され
た生活についての熟考」

『 リ ア ホ ナ 』2010 年
11 月号，17

「セドリックの旅」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

セドリック：わたしの名前はセドリッ
ク・カンベサブウェです。コンゴ民主
共和国に住んでいます。末日聖徒イエ
ス・キリスト教会の会員です。

キプサンガの村で支部宣教師をしてい
ます。外国へと伝道に出る備えをしな
ければなりません。伝道に出るには，
パスポートが必要です。それには
250ドルかかります。

お金を稼ぐために，父とわたしはバナ
ナを買います。幾つかの村ではたくさ
んのバナナを作っています。ティシャ
ボボ，ルスク，カマンダです。

ティシャボボはここから9マイル（約
15キロ）です。ルスクは18マイル

（約30キロ）です。カマンダも18マ
イル（約30キロ）です。わたしたち
はそこに行ってバナナを買い，こちら
で売るんです。

村に行くには自転車を使います。4つ
から6つの房を運べます。

自転車で行くときは，きちんと動いて
くれて自分も体力があれば，片道1時
間半で行きます。昼間，暑さがひどい
ときは，暑くて日差しが強いのでゆっ
くり移動します。

朝かなり早く起きれば，1日に2か所
行くことができます。パスポートの資
金を貯めるにはいい方法です。

少しづつお金を貯めて，学校と伝道の
ために貯蓄しています。そして今，4
年働いてパスポートのために十分お金
を貯め，そのうえ70ドル貯蓄できま
した。

16ページに戻る

トーマス・S・モンソン大管長の言葉（右欄参照）を読んでくださ
い。失敗を経験するとき，どのように対応したらよいでしょうか。

今週以下のことを行うと決意してください。行動が達成でき	
たら，ボックスにチェックを入れましょう。

□難しい，あるいはやる気がしないタスクを一つ挙げ，最後まで
やり遂げる。それを下に書き留める。

□働き，粘り強くあることについて今日学んだことを，家族や
友人と分かち合う。

深く考える：

決意する：

「わたしたちの責任は，
平凡な人間から秀でた
人間になることであ
り，失敗を土台にして
成功に到達し，最上の
自分になることです。
神の最大の賜物の一つ
は，もう一度やってみ
ることの喜びです。失
敗をしたらそれでもう
終わりということでは
ないのです。」

トーマス・S・モンソン
「秘められた思い」 
『聖徒の道』1987 年
7 月号，74
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「見よ，あなたは理解
していなかった。あな
たはわたしに求めさえ
すれば，何も考えなく
てもわたしから与えら
れると思ってきた。

しかし見よ，わたしは
あなたに言う。あなた
は心の中でそれをよく
思い計り，その後，そ
れが正しいかどうかわ
たしに尋ねなければな
らない。もしそれが正
しければ，わたしはあ
なたの胸を内から燃や
そう。それゆえ，あな
たはそれが正しいと感
じるであろう。

しかし，もしそれが正
しくなければ，あなた
はこのような感じを少
しも受けず，思いが鈍
くなり，それによって
誤っている事柄を忘れ
るようになる。」

教義と聖約 9：7 － 9

7： 問題を解決する

先週，やり遂げることができた難しいタスクについて，簡単に	
グループと分かち合います。

わたしたちが問題やチャレンジに直面するのを，天の御父が	
お許しになるのはなぜでしょうか。

「もっと大きなトラックが要りますか？」（ldschurch.jp/srs）
動画を視聴することができない場合は，19ページを読んでくだ
さい。

この物語における，ほんとうの問題は何でしょうか。二人の男性
には，どのような別の選択肢があるでしょうか。

教義と聖約9：7－9およびロバート・D・ヘイルズ長老の 	
言葉（右欄参照）

活動

ステップ1：パートナーを選び，以下のステップを読みます。

決断し，実践する
• 導きを求めて祈る
•	 決断し，信仰をもって
実践する

• 上手くいかなければ
1－3のステップを
再度試す

• 諦めないことが重要

選択肢を検討する
• 解決策の選択肢を
挙げる

• 最善の解決策を
見極める

問題を解決する

特定する
実際の問題を見極める

➊

➋➌

ステップ2：あなたが直面している問題を選択し，下に書き出します。
	

ステップ3：あなたの問題に各ステップを応用します。
特定する：	

選択肢を検討する：	 	

	

決断し，実践する：	 	

	

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

「主は，わたしたちが自
由に自分の問題を解決
するよう望んでおられ
るのです。……わたし
たちは物事を論理的に
考えることのできる人
間です。自分が必要と
しているものを見極
め，計画や目標を立て，
問題を解決する力が与
えられています。」

ロバート・D・ヘイルズ
「あらゆる良き賜」 
『聖徒の道』1984 年
12 月号，38，40 参照
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「主がこのように偉大
な力をお持ちになっ
て，これほど多くの奇
跡を人の子らの中で行
われたとすれば，どう
してわたしに一隻の船
を造ることを教えられ
ないことがあろうか。」

1ニーファイ 17：51

「もっと大きなトラックが要りますか？」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

ダリン・H・オークス長老：男が二人，
もうけ話を考えました。二人は人通り
の多い道端に，小さな小屋を建てまし
た。それから，トラックを1台手に入
れて，メロン畑に行きました。メロン
1個に1ドル払い，トラック1杯分買
いました。二人はトラックいっぱいに
メロンを積んで，道端にある例の小屋
に戻りました。そこでメロンを1個に

つき1ドルで売りさばきました。そこ
で二人はメロン畑に戻り，また，トラッ
クがいっぱいになるほどのメロンを1
個につき1ドルで買いました。道端の
小屋まで運んで来ると，二人はやはり
1個1ドルで売りさばきました。そし
て，再び畑に行きました。道の途中で，
片方の男が言いました。「この商売，あ
んまり，お金にならないねえ。」すると，
相棒が答えて言いました。「そうだね
え……。もっと大きなトラックが要る
のかなあ。」

（「的を絞ることと優先順位」『リアホ
ナ』2001年7月号，99）

18ページに戻る

1ニ ーファイ17：51および1ニーファイ18：2－3 	
（右欄参照）

ニーファイはどのようにして船を造ることができましたか。

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	活動で話し合ったステップに基づいて，問題を解決する努力
を始める。諦めない，と心に留めておきましょう。問題を	
解決し，変化を起こすには時間がかかります。

□	問題を解決することについて，今日学んだことを家族や友人
と分かち合う。

読む：

話し合う：

決意する：

「またわたしニーファ
イは，人が学んだ方法
で材木を細工すること
もなく，船も人の方法
で造らなかった。わた
しは，主がわたしに見
せてくださった方法で
船を造った。それで，
それは人の方法とは
違っていた。

わたしニーファイは
度 々 山 の 中 へ 行 き，
度々主に祈った。それ
で，主はわたしに大い
なることを示してくだ
さった。」

1ニーファイ18：2－3
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「あなたがたが同胞の
ために務めるのは，と
りもなおさず，あなた
がたの神のために務め
るのである。……」

モーサヤ 2：17

8： 一つになり，ともに仕える

先週あなたが問題を解決するために行ったことを，グループと	
簡単に分かち合います。

人々のために自分を捨てることは，実際どのように自分自身を	
救うことになるのでしょうか。

「主の方法で」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴することが	
できない場合は，21ページを読んでください。

人々に仕えることは，あなたの人生においてどのように天の窓を
開いてくれるでしょうか。

ほかの人がすでに持っているものを自分も受けるにふさわしい
と感じ，それを持っていないということで腹立たしさを覚える人
がいます。自分が受けるに値しないものを，受ける権利があると
感じている人もいます。これらの二つの罠は，本質的な真理を理
解する妨げとなります。すなわち，すべてのものは神に属するも
のだということです。腹立たしさや権利意識は，人々の必要に焦
点を当てることによって克服することができます。モーサヤ2：
17，モーサヤ4：26，およびゴードン・B・ヒンクレー大管長
の言葉（右欄参照）を読んでください。

活動

ステップ1：グループで，助けを必要としている人について考えます。

ステップ2：自分が提供すべき才能，連絡先，および援助手段について話し合い
ます。

ステップ3：その人に奉仕する計画を立てます。例えば，以下のようなことがで
きるでしょう。

◦	地域で奉仕活動をする。
◦	小冊子『わたしの家族—わたしたちを一つにする思い出』
を使い，家族歴史を作成する。それから神殿へ行き，亡くなっ
た先祖のために神聖な儀式を行う。

◦	自立への道に至るよう，だれかを助ける。

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

わたしの家族
わたしたちを一つにする思い出

Untitled-1   2-3 7/11/13   11:10 AM

「わたしたちは特に， 
青少年とヤングシングルアダルトの皆さんが 

自分たち自身の家族の名前と， 
自分のワードおよびステークの会員の先祖の名前を 

神殿活動のために使うようお勧めします。 
神権指導者は，若人とその家族が， 

自分たちの心を先祖に向けるようにという教えと 
神殿参入の祝福について 

確実に学ぶようにしてくださるようお願いします。」

大管長会の手紙，2012 年 10 月 8 日

「さて，……日々罪の赦
しを続けて受けるため
に，自分の持っている
分に応じて，それぞれ
持ち物を貧しい人に分
け与えるようにしてほ
しい。例えば，飢えて
いる人に食べさせ，着
る物のない人に着せ，
病人を見舞い，各々の
入り用に応じて霊的に
も物質的にも助けを与
えることである。」

モーサヤ 4：26

「皆さんが一つとなる
とき，その力に限界は
ありません。皆さんは
自分たちの望むどんな
ことでも達成すること
ができます。」

ゴードン・B・ヒンクレー
「母親としての最も大き
なチャレンジ」『リアホ
ナ』2001 年 1 月号，
112
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「物心両面で自立する
目的は，援助を必要と
する人を引き上げられ
るように自分を高める
ことなのです。」

ロバート・D・ヘイルズ
「本心に立ち返る—聖餐，
神殿，奉仕による犠牲」

『リアホナ』2012年5月
号，36「主の方法で」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

ヘンリー・B・アイリング管長：教会
福祉プログラムの礎となる原則は，特
定の時代，あるいは特定の地域のため
だけに備えられたものではありません。
それらは，あらゆる時代，あらゆる地域
のために用意されたものです。……

それを実践する方法は明確です。より
多く蓄えてきた人々は，助けを必要と
する人々のために，自らを低くします。
豊かに持つ人は，快適さ，時間，スキル，
リソースの幾分かを自発的にささげ，
助けが必要な人々の苦難を和らげるよ
うにするべきです。助けを受ける人が
力を増して自らを世話し，さらには他
の人々を世話することができるような
方法で，助けを与えるべきです。この
ように，「主の方法」で行えば，驚くべ
きことが起こるでしょう。与える者と

受ける者が，ともに祝福されるのです。
（2011年6月，ユタ州シュガーハウ
ス福祉サービスセンターの奉献式にお
けるアイリング管長の説教を基に編集，
LDS	.org）

ディーター・F・ウークトドルフ管長：
兄弟姉妹の皆さん，わたしたちには聖
約を交わした者として，ほかの人が何
を必要としているかを敏感に察知して
救い主のように奉仕する責任がありま
す。愛の手を差し伸べ，周りの人たち
を祝福し，元気づけてください。

祈りの答えは祈っているときではなく，
主のため，周りの人たちのために働い
ているときに与えられることが多いも
のです。無私の奉仕や献身的な行いは
わたしたちの霊を清め，霊の目からう
ろこを取り除いて天の窓を開きます。
ほかの人の祈りの答えとして働くとき
に自分の祈りの答えを見いだすことが
よくあります。

（「ダマスコに行く途中でとどまる」	
『リアホナ』2011年5月号，76）

20ページに戻る

ロバート・D・ヘイルズ長老およびトーマス・S・モンソン	
大管長（右欄参照）の言葉

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	だれかに奉仕するために立てた計画に基づいて行動する。
□	奉仕について今日学んだことを，家族や友人と分かち合う。

読む：

決意する：

「協力して働くとき，
……わたしたちはどの
ようなことでも達成で
きます。そのようにす
るときに，人が独りで
立ち向かうときに直面
する弱さは打ち消さ
れ，ともに仕える大勢
の強さが，それに取っ
て代わるのです。」

THOMAS S. 
MONSON, “Church 
Leaders Speak Out 
on Gospel Values,” 
Ensign, May 1999, 
118
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「あなたに降ってあな
たの心の中にとどまる
聖霊によって，わたし
はあなたの思いとあな
たの心に告げよう。」

教義と聖約 8：2

9： コミュニケーション—嘆願し，耳を傾ける

先週，どのようにして人に奉仕したかを簡単にグループと分かち
合います。

天の御父が祈りにこたえてくださったのは，どのようなとき	
でしたか。

「揚力を作り出す」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴することが
できない場合は，23ページを読んでください。

わたしたちは祈りの答えをどのように認識できるでしょうか。
耳を傾けることは，なぜ祈りに欠かせない要素なのでしょうか。

教義と聖約8：2およびラッセル・M・ネルソン会長の言葉
（右欄参照）

耳を傾けることは，なぜ身に付けておくべきものなのでしょう
か。注意深く耳を傾けることは，仕事においてどのように役立つ
でしょうか。

活動

ステップ1：グループで以下のステップを読み，簡単に話し合います。

ステップ2：グループ内の一人か二人に，各自の直面しているチャレンジや疑問
について話してもらいます。周りの人々は以下のステップに従い，耳を傾けよう
と努めてください。

ステップ3：グループの参加者が熱心に耳を傾けてくれたときにどのように感
じたか，話をしてくれた人に尋ねます。

➊
集中する

○ 話している人の言葉と
身振りに集中する

○ 遮らない
○ 携帯電話をいじらない

➋
価値を認める

○ 話している人に
注目する
	○「はい」「うん」などの
相づちを打つ

○ 話している人に
感謝する

➍
質問する

	○「わたしは理解できて
いるでしょうか」と
尋ねる

○ 耳を傾け，返事を待つ
➌

確認する
	○「つまり，あなたがおっしゃって
いるのは……」と言う

○ 自分が聞いたことを繰り返す

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

話し合う：

「耳を傾けるすべを身
に付けるなら皆さんは
祝福を受けるでしょ
う。 そ し て 耳 を 傾 け
て，子供，親，伴侶，隣
人や教会の指導者から
学んでください。それ
らはすべて至高者から
の勧めを聞き分ける力
を，高 め て く れ る で
しょう。」

ラッセル・M・ネルソン
「耳を傾けて学ぶ」『聖徒
の道』1991 年 7 月号，
25
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「天の御父は全世界に
住む御自身の子供たち
がささげる祈りを聞い
ておられます。それは，
食べ物や着る物を求め
る訴えであり，自立す
ることを通して尊厳を
得たいという嘆願で
す。」

ヘンリー・B・アイリング
「善を行う機会」『リア
ホナ』2011 年 5 月号，
22

「揚力を作り出す」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

ディーター・F・ウークトドルフ管長：
飛行機が離陸するには，揚力を生み出
す必要があります。航空力学では，揚
力が起こるのは，飛行機の翼に空気が
一方から流れて来る際に，翼の下の空
気圧の方が上の空気圧より高くなると
きです。この上に引き上げる揚力が，
下に引き下げる重力に打ち勝つときに，
飛行機は離陸し，空を飛ぶのです。

同様に，わたしたちの霊的な生活にも
揚力を生み出すことができます。天に
向かって押し上げる力が誘惑や苦悩な
ど，下に引き下げる力に勝っていると
き，わたしたちは高く舞い上がり，御霊
の領域に入って行くことができます。

揚力を得るのに役立つ福音の原則は数
多くありますが，特に一つの原則に注
目したいと思います。

祈りは，揚力をもたらす福音の原則の
一つです。祈りの力によって，わたし
たちはこの世の煩いから引き上げられ
ます。絶望や暗闇の雲を抜けて，明る
く澄み渡った天の地平線へと招き入れ
られるのです。

天の御父の子供であるわたしたちが得
ている最も大いなる祝福であり特権で
あり機会でもある事柄は，天の御父と
話し合えるということです。わたした
ちは天の御父に日常の経験や試練や祝
福について話すことができます。わた
したちは耳を傾け，聖霊からもたらさ
れる日の栄えの導きをいつでも，どこ
でも受けることができます。

（ディーター・F・ウークトドルフ	
「祈りと青い天の地平線」『リアホナ』
2009年6月号，3－4参照）

22ページに戻る

ヘンリー・B・アイリング管長およびロバート・D・ヘイルズ	
長老の言葉（右欄参照）

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	毎朝晩，個人で，また家族として祈る。	
それぞれの祈りの後，導きに耳を傾ける敬虔な時間を取る。

□	コミュニケーションについて今日学んだことを，	家族や友人と分かち合う。

読む：

決意する：

「天の御父の助けを求
め，御子イエス・キリ
ストの贖罪による力を
求めなければなりませ
ん。物質的，霊的な事
柄について，神の助け
を受けるならば，わた
したちは自分やほかの
人々にとって賢い養い
手となることができま
す。」

ロバート・D・ヘイルズ
「物心両面で賢い養い手
と な る 」『 リ ア ホ ナ 』
2009 年 5 月号，7
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「わ た し た ち は，正 直
〔である〕べきことを
信じる。」

信仰箇条 1：13

10： 高潔さを示す

先週の祈りに対する答えを，簡単にグループと分かち合います。

主が「心が高潔」な人を愛されるのはなぜでしょうか。

「人はどんな代価を払って，その命を買いもどすことができよう
か」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴することができない場合
は，25ページを読んでください。

高潔であるとは，どのような意味でしょうか。人はこの世のもの
を得るために，ほんの小さな方法で自分の魂を売ることがありま
す。どのような例があるか挙げてみてください。

信仰箇条1：13およびヨブ27：5（右欄参照）

活動

各自，以下の項目について自己評価を行ってください。

各項目の横に，自分がこのような行動を取る頻度を表す数字を記入してください。

1＝決してしない，2＝時々する，3＝よくする，4＝いつもする

_______1．自分がした約束，決意，聖約をすべて守る

_______2．真実に基づいて話し，記録する

_______3．実際よりも良く見せるために，ものごとを誇張して言うことはしない

_______4．借りたものはすべて返し，自分の所有しないものは取らない

_______5．言葉にも，行いにも，自分の伴侶に完全に誠実である

_______6．だれにも知られることはないと分かっていても，不正はしない

_______7．他人の所有物を見つけた場合は，所有者に返す

_______8．いつも借りたお金を返す

モーサヤ4：28（右欄参照）およびジョセフ・B・ワースリン
長老の言葉（25ページ）を読んでください。債務やビジネス
ローン，学生ローン（PEFローンなど）の返済は，なぜ個人の高
潔さにかかわる問題なのでしょうか。

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	上記で評価した8つの項目の1つを改善する。
□	高潔について今日学んだことを，家族や友人と分かち合う。

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

話し合う：

決意する：

「わたしは死ぬまで，潔
白を主張してやめな
い。」

ヨブ 27：5

「また，このことを覚え
ておいてほしい。あな
たがたはだれであって
も，隣人から物を借り
たなら，その物を約束
どおりに返すようにし
なければならない。そ
うでなければ，自分が
罪を犯すばかりでな
く，恐らく隣人にも罪
を犯させることにな
る。」

モーサヤ 4：28
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「高潔さとは，その結果
にかかわらず常に正し
く良いことを行うこと
です。またそれは単に
行動ばかりではなく，
もっと大切な点は，心
の奥底から正しい思い
を抱くことです。……
小さなうそや欺き，少
しでも人を不正に利用
することは，主に受け
入れられるものではあ
りません。……高潔な
人が得る最高の報い
は，常に聖霊を伴侶に
できることです。聖霊
は……わたしたちが行
うすべてのことを導い
てくださるのです。」

ジョセフ・B・ワースリン
「高潔な人」『聖徒の道』
1990 年 7 月 号，34，
36，37

「人はどんな代価を払って，その命を買いもどすことができようか」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

ロバート・C・ゲイ長老：救い主は	
かつて弟子たちにこうお尋ねになりま
した。「人はどんな代価を払って，その
命を買いもどすことができようか。」

これは何年も前に，よく考えるように
と父がわたしに教えてくれた質問です。
わたしが大きくなると，両親はわたし
に雑用を割り当て，その労働に対して
小遣いをくれました。わたしはしばし
ば，映画を見に行くために週に50セ
ントと少し，そのお金を使いました。
当時11歳児の映画の入場券は25セ
ントでした。それで25セント残り，
チョコレート菓子に使えました。1本
5セントです。チョコレート菓子5本
と映画です。これほどすばらしいもの
はありません。

12歳になるまですべてそんな感じで
した。ある日の午後，列に並んでいて，
12歳児の入場券は35セントだと気
づきました。つまり，チョコレート菓
子が2本少なくなるということです。
その犠牲を払う心の備えがまったくな
かったので，自分に言い聞かせました。
「外見は1週間前と同じさ。」列が進ん
で，25セントの入場券を求めました。
売り場の人は疑わず，わたしは3本で
はなくいつもどおりチョコレート菓子
を5本買いました。

それができたことがうれしくて，わた
しはその後，この大きな成果について
父に話すため急いで家に帰りました。
わたしがその次第を話すと，父は何も
言わず，話し終わったわたしをただ見
ながらこう言いました。「5セントの
ために魂を売ったのかい。」父の言葉が
12歳のわたしの心に突き刺さりまし
た。決して忘れない教訓です。

（「人はどんな代価を払って，その命を
買いもどすことができようか」『リアホ
ナ』2012年11月号，34）

24ページに戻る





26

「あなたがたは知恵の
言葉を熱心に求め，互
いに教え合いなさい。
まことに，最良の書物
から知恵の言葉を探し
求め，研究によって，ま
た信仰によって学問を
求めなさい。……学び
の 家……を 建 て な さ
い。」

教 義 と 聖 約 88：118
－ 119

11： 学びを求める—目標と達成方法を決める

先週，高潔さを示したときの経験を簡単に分かち合います。

教育は，どのようにして機会をもたらしてくれるのでしょうか。

「より良い人生のための教育」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴
することができない場合は，29ページを読んでください。

ジョセフ・W・シターティ長老は，13歳のときに何を望んでい
たでしょうか。それを実現するために，長老は何をしましたか。

教義と聖約88：118－ 119およびゴードン・B・ヒンク
レー大管長の言葉（右欄参照）

自分の生活を改善することについて，聖霊からどのような考えや
印象を受けたことがありますか。

活動—「人生の使命」を創造する

ステップ1：ヘンリー・B・アイリング管長の言葉（27ページ）を読みます。
主はあなたのために計画をお持ちです。主は特別な賜物と才能によってあなたを
祝福しておられます。それにより，主があなたになってほしいと望んでおられる
人物になることができるのです。あなたが自身に対する主の御心を理解し，それ
に従うことを熱心に求めるなら，この地上において自らの使命を果たすことがで
きます。

ステップ2：あなたのビジョンや「人生の使命」を創造するに当たって，以下の
質問に答えます。来週，あなたの「人生の使命」をグループで分かち合ってもら
います。

わたしの「人生の使命」

5年後にはどうなっていたいですか

それはなぜでしょうか

そこに到達するには，どのようなスキル，知識，経験が必要でしょうか

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

深く考える：

「わたしたちには実業，
科学，政治，医学，教育
そのほか価値ある建設
的な仕事において，自
分たちの地歩を固める
責任とチャレンジが与
えられているのです。
わたしたちはすべての
人々に祝福を及ぼすた
めに，世の仕事におい
ても，技術や知性の面
で秀でた者となるべ
く，自らを訓練する義
務があります。」

ゴードン・B・ヒンクレー
「山の上にある町」 
『聖徒の道』1990 年
11 月号，8
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「主があなたに行うよ
う望んでおられること
を御霊が教えてくださ
るよう嘆願してくださ
い。それを行う計画を
立ててください。従順
になると主に約束して
ください。主の命じら
れたことを成し遂げる
まで断固として行動し
てください。……次に
何をするべきかを知る
ために祈ってくださ
い。」

ヘンリー・B・アイリング
「まったく勤勉に遂行 
する 」『リアホナ 』
2010 年 5 月号，63

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	以下の目標とメンター（指導者，助言者の意）の活動を	完了する。

□	「人生の使命」計画を完成させ，それについて家族と話し合う。	

□	だれかに自分のメンターとなるよう頼み，会う時間を決める。
活動—目標を決める

ステップ1：ハワード・W・ハンター大管長の言葉（右欄参照）を読みます。	
目標を通して，望みは行動へと変わります。

目標は以下の項目を踏まえるべきです。
1．	具体的かつ測れるものにする
2．	書き出し，少なくとも一日一回目につく場所に貼る
3．	完了期限を設定する
4．	目標を達成するために具体的な行動を取る
5．	絶えず見直し，報告し，更新する

ステップ2：別の用紙に，あなたの「人生の使命」を達成するのに役立つ目標を
2つか3つ書きます。以下の例に従ってください。その紙を，毎日見ることが
できる場所に貼りましょう。

目標 理由
目標を達成する
ための具体的な
ステップ

スケジュール 進行状況の報告

例：毎日30分，
モルモン書を	
読む

聖霊から日々	
導きを受ける	
ことができる

1．毎日午前 	
６時30分に	
起床する
2．朝食前に	
読む
3．進行状況を
グラフに記録	
する

毎晩寝る前に	
自分の進歩状況
を評価する

毎週日曜日に	
進行状況を家族
と分かち合う

決意する：

「これは悔い改めの福
音であり，わたしたち
は悔い改め，物事を解
決する必要がありま
す。実際に，悔い改め
の過程，すなわち決意
し，目標を設定する過
程は，継続的なもので
あるべきです。……こ
のことを実践するよう
お勧めします。」

HOWARD W. 
HUNTER, “The 
Dauntless Spirit of 
Resolution” 
(Brigham Young 
University devo-
tional, Jan. 5, 
1992), 2, 
speeches .byu .edu
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「わたしがヤングアダ
ルトだった頃は，親や
信仰が篤く信頼できる
相談相手に助言を求め
ました。一人は神権指
導者，もう一人はわた
しを信頼してくれた教
師でした。……あなた
の霊的な幸福を心にか
けてくれる助言者を，
祈りをもって選んでく
ださい。」

（ロバート・D・ヘイルズ
「今日の世界のチャレンジ
に立ち向かう」『リアホ
ナ』2015 年 11 月号，
46）

活動—メンターを見つける

ステップ1：ロバート・D・ヘイルズ長老の言葉（右欄参照）を読みます。	
メンターには様々な種類があります。あなたの質問に答えられる，経験	
豊富な人が必要かもしれません。つまり，あなたがやりたいことをすでに	
経験したことのある人です。ほかにも，義にかなった友人や家族がメンターに	
なり得るかもしれません。このような人々は，あなたが生活を変え，責任を持っ
て進歩できるように，進んで時間を取って励ましてくれるでしょう。

ステップ2：あなたが必要としているのは，どのような助けなのかを考えて	
ください。あなたのメンターとなり得る人のリストを書き出します。その名前の
リストについて深く考え，祈ります。

ステップ3：以下の質問に答え，メンターとのやり取りを始めます。あなたの	
メンターとなるようだれかに依頼するには，次のように簡単に尋ねるとよいでしょ
う。「わたしは自分の生活を変えようとしています。手伝ってもらえますか。」

わたしのメンター

自分のメンターになってほしいのはだれですか

メンターとなってくれるよう，いつ尋ねますか

自分の「人生の使命」と目標を伝えるために，会えるのはいつですか

どのくらいの頻度でメンターと会いたいですか

ステップ4：あなたの「人生の使命」に対して責任を持つのは自分自身である	
ことを忘れないようにします。メンターに会う際には以下を行いましょう。

◦進歩状況を確認する
◦進歩の妨げとなっているもの，それらを克服するために行っている事柄を	
見直す

◦メンターにもう一度会う前に，自分がすべきことを具体的に検討する

11： 学びを求める
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「より良い人生のための教育」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

ジョセフ・W・シターティ長老：13
歳のとき，わたしはケニアの片田舎に
住んでいました。人々は皆乏しい暮ら
しをしていました。周りの人々が感嘆
するようなものを買う余裕があるのは，
良い教育を受けた人々でした。わたし
は教育が，より良い生活の鍵であるこ
とを知りました。

自分がほんとうに通いたいと思う学校
のうち，ある一つの学校の校長のもと
へ行って話すように，という考えが
ずっと頭の中を巡っていました。半日
かかるこの旅をするには，父の自転車
が必要でした。これまで自分の村から
出たことは一度もありませんでした。
英語をうまく話す方法を知らなかった
うえ，この校長は白人でした。これま
で白人と直接会うことも，話したこと
もなかったので，そのことを考えると
恐ろしくなりました。

ところが，わたしの中の何かが気持ち
を後押しし続け，行くべきだと訴え続
けたので，その校長のもとへ行くため
に出発しました。校長に会ったとき，
彼は目の前で兵士のように立っている
少年を見て驚いていることが分かりま
した。校長は優しそうな目をしており，
それがわたしに勇気を与えてくれまし
た。わたしは，彼の学校に通いたいと
心から思っていること，そして，もし	

入学させてくれるならとてもうれしい，
と伝えました。すると校長は言いまし
た。「そうですね，試験の結果を見てみ
ましょう。」わたしは「ありがとうござ
います，校長」と言いました。4分足
らずでわたしは事務所を出ました。

その事務所で過ごした4分間は，わた
しの人生において実に決定的な瞬間で
した。わたしの通っていた小学校から，
この地域で最高の学校の一つに入学で
きたのはわたし一人だけでした。この
善良な人物が，わたしにそのような機
会を与えてくれたという事実に感謝し
ました。クラスで最高の生徒となるた
めに努力するよう鼓舞されました。

これが元となり，その後別の良い学校
に行き，大学進学に向けて備えるとい
う新しい機会が開かれたのです。この
教育の機会によって，大学で妻を見つ
けることができました。また，町で仕
事を見つけることもできたのです。ナ
イロビに住んでいたとき，わたしたち
は夫婦宣教師に出会い，家に招いても
らいました。彼らはそこで教会員との
集会を開いていました。わたしがその
当時ナイロビにいなかったら，福音を
見いだすことは決してなかったでしょ
う。安定した職に就いていたことで，
教会で奉仕することができました。

教育が自立の鍵であることを証します。
教育は，物質的なものを提供してくれ
るだけでなく，霊的に自立することも
できるよう，多くの道を切り開いてく
れることでしょう。

26ページに戻る
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「こ の 神 権 の 儀 式 に
よって神性の力が現れ
る。」

教義と聖約 84：20

12： 神殿の儀式を受ける

あなたの「人生の使命」の項を分かち合います。（希望する場合）

あなたにとって最も重要なことは何でしょうか。

「最も大切なことを行う」（ldschurch.jp/srs）動画を視聴	
することができない場合は，31ページを読んでください。

わたしたちの進歩を妨げる，重要でない事柄にはどのようなもの
があるでしょうか。福音の儀式は，わたしたちにとってどのよう
な助けとなりますか。

教義と聖約84：20およびボイド・K・パッカー会長の言葉
（右欄参照）

自立しようとするとき，神殿に入るにふさわしくあることが	
重要なのはなぜでしょうか。

活動

ステップ1：パートナーとともに，クエンティン・L・クック長老の言葉（右欄
参照）と以下の聖句を読みます。神殿で礼拝する人々に約束された祝福に，下線
を引きます。

「それゆえ，この神権の儀式によって神性の力が現れる。」（教義と聖約84：
20）

「また，彼らがあなたにあって成長し，聖霊の全きを受け，あなたの律法に従って
組織され，すべての必要なものを得るために備えられますように。」（教義と聖約
109：15）

「だれであろうとあなたの民が戒めに背くとき，彼らが速やかに悔い改め，あな
たに立ち返り，あなたの御前に恵みを得，そしてあなたの宮であなたを敬う人々
に注がれると定められた数々の祝福を回復されますように。」（教義と聖約
109：21）

「聖なる御父よ，何とぞ，あなたの僕たちがこの宮からあなたの力を帯びて出て
行けますように。あなたの御名が彼らのうえにあり，あなたの栄光が彼らの周
りにあり，あなたの天使たちが彼らに対する務めを果たしますように。」（教義と
聖約109：22）

「聖なる御父よ，……彼らを攻めるために造られるいかなる武器も役に立ちま	
せんように。」（教義と聖約109：24－25）

ステップ2：個人で次のことを深く考えます。「神殿の儀式により頻繁に携わる
ために，わたしの人生において何を変える必要があるだろうか。」
	

報告する：

深く考える：

視聴する：

話し合う：

読む：

話し合う：

「神殿の神聖な儀式に
出席するとき，主はわ
たしたちを祝福してく
ださるでしょう。神殿
での奉仕の業に注がれ
る祝福には限りがあり
ません。わたしたちは
すべてにおいて祝福さ
れるでしょう。主はわ
たしたちに，この世的
な面でも霊的な面でも
関心を向けてくださる
でしょう。」

ボイド・K・パッカー 
「聖なる神殿」『リアホナ』
2010 年 10 月号， 
35 参照

「わたしたちは，教義と
聖約の第 109 章をよ
く研究し，〔ハワード・
W・〕ハンター大管長
の言う，『主の宮を，教
会員であることの崇高
な象徴……として確立
する』という勧告に従
うべきです。」

クエンティン・L・クック
「神殿の中の自分の姿を
見る」『リアホナ』
2016 年 5 月号，99；

『歴代大管長の教え— 
ハワード・W・ハン
ター』162 で引用
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「最も大切なことを行う」

動画を視聴することができない場合は，この台本を読んでください。

ナレーター：ある12月の暗い夜の	
こと，フロリダで1機の飛行機が墜落
しました。100人以上の人々が犠牲
になりました。空港までの距離はわず
か20マイル（約32キロ）でした。

ディーター・F・ウークトドルフ管長：
事故の後，調査団は原因の究明に乗り
出しました。着陸装置は確かに正常に
下りていました。機体は物理的には完
璧な状態でした。たった一つ以外は，
すべてが正しく作動していました。	
電球が1個，切れていたのです。20
セントほどの小さな電球から一連の	
出来事が始まり，ついには100人を越

える死者を出すという悲劇を招きまし
た。

もちろん，切れた電球そのものが事故
を起こしたわけではありません。乗務
員がその瞬間に重要だと思われたこと
に注意を向け，最も重要なことを見
失ってしまったからです。

最も重要なことをないがしろにして，
つまらないことに注意を向ける傾向は，
パイロットだけでなく，だれにでもあ
ります。わたしたちは皆，その危険を
冒します。……思いと心の焦点はその
瞬間にだけ意味のある一時的なつかの
間の事柄に当てられていますか。それ
とも最も重要なことに心が向けられて
いるでしょうか。

（「偉大な業に携わっているから下って
いくことはできない」『リアホナ』
2009年 5月号，59－ 60）

30ページに戻る

今週以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	神殿推薦状を持っている場合は，神殿に参入する日付を設定	する。

□	神殿推薦状を持っていない場合は，ビショップまたは支部	
会長と会い，神殿の儀式を受けるために備える方法について	
話し合う。

□	神殿の儀式について今日学んだことを，家族や友人と分かち	合う。

32ページを開き，次のステップを確認してください。

決意する：
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「さて，わたしの愛する
同胞よ，わたしは尋ね
たい。あなたがたがこ
の……道に入ったなら
ば，それですべて終わ
りであろうか。見よ，
わたしはそうではない
と言う。もしキリスト
を信じる確固とした信
仰をもってキリストの
言葉に従い，人を救う
力を備えておられるこ
の御方の功徳にひたす
ら頼らなかったなら
ば，あなたがたは，ここ
まで進んで来ることさ
えできなかったからで
ある。……あなたがた
はこれからもキリスト
を 確 固 と し て 信 じ，
……力強く進まなけれ
ばならない。」

2ニーファイ 31：19
－ 20

自立への道を歩み続ける

おめでとうございます！ この12週間で，あなたは新たな習慣
を身に付け，以前より自立できるようになりました。主はあなた
に，これらの能力を磨き続け，新しい能力を育ててほしいと願っ
ておられます。わたしたちが祈り，耳を傾けるなら，聖霊はわた
したちが生活においてどのようなことを改善すべきか，理解でき
るよう助けてくださいます。

自立への道を歩み続けるために，わたしたちにできることは何で
しょうか。助け合い続けるには，どうすればよいでしょうか。

これからの12週間，以下のことを行うと決意してください。	
行動が達成できたら，ボックスにチェックを入れましょう。

□	12の原則と自立の習慣をすべて見直し，それに従った生活を続ける。

□	自立について学んだことを人々と分かち合う。	
グループの参加者を続けて助ける，もしくは新しい自立	
グループの進行役を務める。

□	別の自立グループに参加して能力をさらに伸ばす。
□	以下に挙げられた自立の教義的原則を研究する。

自立の教義的原則

自立は戒めである
聖徒の必要を満たすこと
が主の目的であり，主は
それを達する力をすべて
持っておられる

物質的なことと霊的な
ことは，一つである

教義と聖約78：13－14；
モーセ2：27－28

教義と聖約104：15；	
ヨハネ10：10；	
マタイ28：18；	
コロサイ2：6－10

教義と聖約29：34；	
アルマ34：20－25

読む：

話し合う：

決意する：

「主はわたしたちに心
を配って下さり，奉仕
に必要な指示と自立心
を育む機会を与えてく
ださいました。主の原
則は一貫していて，決
して変わることはあり
ません。」

マービン・J・アシュトン
「高潔な心で受けられる
ように，知恵を使って
与えなさい」『聖徒の道』
1982 年 4 月号，155
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修了通知

わたし，	 は，末日聖徒イエス・キリスト教会が提供	
する自立グループに参加し，修了条件である以下の項目を満たしました。

12回の集会のうち最低10回の集会に出席しました。

12の原則をすべて実践し，家族に教えました。

わたしは奉仕活動を完了しました。

わたしは自立に必要なスキル，原則，習慣を実践し，その礎を築いてきました。
わたしは，これらを生涯にわたって活用します。

参加者の氏名	 参加者の署名	 日付	

わたしは，この参加者が上記の条件を完了したことを証明します。

進行役の氏名	 進行役の署名	 日付	

注：LDSビジネスカレッジからの修了証書は，後日ステークまたは地方部の自立
支援委員会から発行されます。

自立への道を歩み続けていただけますか

「したがって，あなたがたはどのような人物であ
るべきか。まことに，あなたがたに言う。わたし
のようでなければならない。」

3ニーファイ27：27
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